
物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容

1 株式会社 ロッキー 石川県 鹿島郡中能登町 能登部上卜部81番地

紙類／印判類／文具類
／家具類／被服類／事
務器具類／電気器具類
／機械器具類／原材料
費／荒物類／食料類／
看板、標識、保安用品類
／漁網等／運動具類／
時計・漆器・工芸類／種
苗・水槽・動物／農薬・肥
料・飼料類

コピー用紙など／印章、ゴム印など／文房具
など／スチール家具、木製家具、軽家具など
／雨衣、作業服、帽子、布団類、靴、テントな
ど／家庭用パソコン、コピー機、ファックスな
ど／家庭電化品など／工具、大工用品、建
材／砂利、セメントなど／食器類、清掃用
品、わら、縄製品、金物、園芸用品、日用雑
貨など／米穀、食肉、鮮魚、茶類、乳製品類
など／看板、懸垂幕、保安用品など／スポー
ツネット、農業用ネットなど／スポーツ用品な
ど／ギフト用品、トロフィー、旗類など／種苗・
ペット用品／農薬、肥料、飼料、農業関連機
材など

2 丸文通商 株式会社 金沢支店 石川県 金沢市 松島1丁目40番地
薬品類／理科医療機器
類／その他（医療機器保
守・メンテナンス）

臨床検査試薬、PCR検査試薬、ダイヤライ
ザー等／ＭＲＩ、ＣＴスキャナ、放射線治療装
置、人工透析装置、臨床検査機器、Ｘ線フィ
ルム等／医療機器の保守・メンテナンス

3 羽咋興業 株式会社 石川県 羽咋市 千里浜町へ119番地1 廃棄物収集運搬業
資源ゴミ、可燃ゴミ、粗大ゴミ等の収集運搬、
事業系産業廃棄物の収集運搬

4 有限会社 芙蓉クリーンサービス 石川県 金沢市 神田1丁目25番10号 建築物管理業務

清掃業、空調設備保守管理業、消防用設備
保守管理業、電気設備保守管理業、設備保
守管理業、設備機器運転監視業、空気環境
測定業、ねずみ昆虫等防除業

5 有限会社 アクアシステム 石川県 河北郡内灘町 向粟崎2丁目522番地
薬品類／機械器具類／
その他

活性炭濾過剤、脱臭用活性炭、水処理用薬
品（次亜塩素溶液等）／濾過装置、軟水装
置、純水装置、測定装置等の販売・設置／上
下水道施設、飲用井戸、濾過設備等の保守
管理、貯水槽、配水池等の清掃及び保守管
理

6 株式会社 越村商店 石川県 金沢市 近岡町795番地
不用品／廃棄物収集運
搬業・廃棄物処分業

古紙・古着回収、機密文書収集運搬及びシュ
レッダー処理／産業廃棄物収集運搬及び中
間処理

7 極東開発工業 株式会社 兵庫県 西宮市 甲子園口6丁目1番45号
その他特殊車両／機械
器具類／建築物管理業
務

塵芥収集車、散水車等の特殊用途自動車／
破砕機、各種選別機等のごみ処理関連機器
及び部品／ごみ処理施設の運転管理業務委
託

8 日本船舶薬品 株式会社 金沢営業所 石川県 金沢市 西念2丁目19番1号
被服類／理科医療機器
類

感染防止衣、防刃ベスト、化学防護服、除染
テント、陰圧テント／人工呼吸器、自動体外
式除細動器、患者監視装置、輸液ポンプ、自
動心臓マッサージ器

9 有限会社 日本海美誠 石川県 羽咋市 千里浜町ヘ119番地1
建築物管理業務／廃棄
物収集運搬業

床ワックス、窓ガラス、カーペットクリーニング
清掃等の業務／資源・可燃・粗大ゴミ等の収
集運搬業務

名称 主たる営業所の所在地
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10 有限会社 志雄鈑金 石川県 羽咋郡宝達志水町 子浦ぬ6番地
一般車両／消防関係車
両／救急関係車両／リー
ス・レンタル業類

乗用車（新車・中古）、トラック、タイヤ、車両
整備、車検、車両部品等、使用済自動車の
再資源化等に関する「解体業」／福祉車両、
消防自動車、はしご車、救急自動車、オー
バーホール、車両部品等、高度管理医療機
器等の販売業、賃貸業（薬事法第39条1項）
／乗用車(新車・中古）、トラック等

11 笹谷商事 株式会社 石川県 七尾市 寿町112番地17

薬品類／種苗・水槽・動
物／農薬・肥料・飼料類
／その他（産業廃棄物収
集）

次亜塩素酸ナトリウム、ポリ塩化アルミニウ
ム、活性炭、硫酸バンド、固形塩素剤、ソーダ
灰、その他工業薬品、水質計量器／種苗、
園芸資材／農薬、肥料、飼料、農業関連資
材、鳥獣害用電気柵

12 有限会社 富士製油 石川県 金沢市 湊1丁目11番地 建築物管理業務 危険物地下タンク等気密検査・内部清掃

13 有限会社 北市 石川県 羽咋郡志賀町 末吉千古1番地7
文具類／家具類／消防
用品類／事務機具類／
運動具類

文房具、教材／スチール家具、木製家具、特
注家具／災害緊急用品／パソコンの販売／
スポーツ用品、公園遊具

14 株式会社 日環商事 石川県 金沢市 無量寺5丁目75番地
紙類／薬品類／機械器
具類／理化学機器類

計測器用記録紙、ペン、インク、ハンディー
ターミナル用紙／水処理機器関連薬品の販
売（塩素剤、脱臭剤、殺虫剤、高分子凝集剤
他工業薬品）／水処理関連機械器具の販売
（電磁ブロワー、水中ブロワー（送風機）、水
中ポンプ他）／水処理関連理化学機器の販
売（水質検査器、ガス検知器、測定・試験用
品他）

15 上昇運輸 株式会社 石川県 金沢市 専光寺町レ3番地30 廃棄物収集運搬 廃棄物の収集運搬作業
16 ＳＡｉ上昇 株式会社 石川県 金沢市 専光寺町レ3番地4 廃棄物収集運搬 廃棄物の収集運搬

17 株式会社
米沢エナジー
マネジメントサービス

石川県 金沢市 進和町28番地 建築物管理業務 電気設備保守管理業

18 三重中央開発 株式会社 三重県 伊賀市 予野字鉢屋4713番地
不用品／建築物管理業
／廃棄物収集運搬業、廃
棄物処分業

金属くず・その他古物の買受け／廃棄物処
理施設の運転管理・保守点検／一般・産業・
特別管理産業廃棄物の収集運搬、処理処分

19 北陸綜合ビル管理 株式会社 石川県 金沢市 新保本4丁目26番地1 建築物管理業務

清掃業、警備業、空気環境測定業、ねずみ
昆虫等防除業、飲料水貯水槽清掃業、浄化
槽維持管理業、空調設備保守管理業、消防
設備保守管理業、電気設備保守管理業、設
備機器運転監視業、油タンク等清掃、飲料水
用給水管防錆滅菌業務、給排水管清掃業

20 株式会社 北陸環境科学研究所 金沢営業所 石川県 野々市市 御経塚1丁目55番地 その他

計量証明事業（水質、大気、土壌）／ダイオ
キシン類測定／アスベスト分析／水道法に
基づく水質検査／ビル管理法に基づく水質
検査／土壌汚染対策法に基づく検査／食品
衛生法に基づく検査／作業環境測定／残留
農薬検査／放射能検査

21 株式会社 林寺メディノール 石川県 金沢市 笠舞本町2丁目26番地7号 理科医療機器類 医療機器の販売
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22 有限会社 能登環境 石川県 羽咋市 柳橋町五俵刈10番地2 廃棄物収集運搬業
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運
搬業

23 アイテック 株式会社 大阪府 大阪市
北区梅田1丁目13番1号
大阪梅田ツインタワーズ・サウス

建築物管理業務
ごみ処理施設、上下水道処理施設の保守運
転維持管理

24 有限会社 フクシマバーナー 石川県 羽咋郡志賀町 高浜町クの42番地6
消防用品類／建築物管
理業務

消火器、消防設備、避難器具、救助資器材、
小型動力ポンプ、消防ホース類の販売・引取
／消防設備の保守管理（消火器、標識・誘導
灯、予備電源、消防ポンプ等の点検整備）、
空調設備の保守管理（エアコン、給湯器、ボ
イラー等の点検整備）

25 株式会社 オートモ 石川県 金沢市 堅町86番地 被服類／消防用品類
制服・作業服・雨衣・・白衣・帽子・靴・靴下／
消防用制服・消防用被服・長靴・安全靴

26 株式会社 丸菱 石川県 金沢市 問屋町2丁目20番地

文具類／家具類／事務
機器類／コンピュータ関
連業務類／測量機器類
／理科医療機器類／リー
スレンタル業類

文房具、教材など／スチール家具、木製家
具、机、いすなど／パソコン（家庭用）、コピー
機、印刷機、ファックス、OAサプライ品など／
ネットワーク構築、インターネットコンテンツの
作成、大型コンピュータ及び関連機器など／
気象観測機器、電子計測器、計量器など／
AED／事務用機器などの賃貸

27
極東サービス
エンジニアリング

株式会社 東京都 品川区 東品川3丁目15-10
機械器具類／建築物管
理業務

ごみ処理施設関連機器（破砕機、選別機、コ
ンベヤ等）及び関連部品・消耗品／ごみ処理
施設・最終処分場の運転管理業務、機械設
備保守点検

28 東芝エレベータ 株式会社 北陸支店 石川県 金沢市 昭和町16番1号 建築物管理業務 昇降機保守管理業

29 ＧＥヘルスケア･ジャパン 株式会社 北陸支店 石川県 金沢市 新保本3-71
理科医療機器類／その
他

医療機器（ＣＴ、ＭＲ、超音波診断装置、Ｘ線
撮影装置等）／医療機器の保守管理業

30 ビーム計画設計 株式会社 金沢事務所 石川県 金沢市 無量寺1丁目36番地 その他
通信システム等の基本計画・基本設計、電波
伝搬調査、通信システム等の調査設計・監理

31 ナレッジメディカル 株式会社 石川県 金沢市 元町2丁目13番8号
消防用品類／薬品類／
理科医療機器類

救急車搭載用の高度救命救急資器材
（AED、生体観察モニター等）／衛生材料、ア
ルコール消毒液／MRI、CT、超音波診断装
置、内視鏡、介護浴槽、車椅子、介護用品な
ど

32 北陸重機 株式会社 石川県 金沢市 鳴和2丁目7番20号
一般車両／その他特殊
車両／機械器具類／リー
ス・レンタル業類

トラック、タイヤ、車両整備、車両部品など／
その他の特殊車両、オーバーホール、車両
部品など／農業機械、林業機械、除雪機械、
発電機、小型除雪機、路面清掃車など／建
設・土木機械、車両、産業機械設備などの賃
貸

33 かがつうシステム 株式会社 石川県 金沢市 東蚊爪町1丁目9番地１
事務器具類／電気器具
類／建築物管理業務

パソコン、複合機等の販売／通信機器、家庭
電化製品、無停電源装置、電源機器、音響
製品、映像製品、照明機器等の販売／電話
設備保守管理業（構内電話設備の保守点
検）

34 長瀬ランダウア 株式会社 茨城県 つくば市 諏訪Ｃ22街区1 その他（測定） 個人被ばく放射線量測定サービス

3



物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

35 北陸電子 株式会社 石川県 金沢市 神野1丁目38番地1
事務器具類／電気器具
類／コンピュータ関連業
務類

パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、ファッ
クス／無線機器、通信機器、電話設備、照明
用機械器具／ソフトウェア開発、ネットワーク
関連機器

36 オイラー 株式会社 石川県 金沢市 間明町2丁目24番地1
紙類／機械器具類／荒
物／運動具類／その他

トイレットペーパー・ペーパータオル等／業務
用洗濯機・清掃機械・食器洗浄機・除雪機ほ
か／ごみ袋・洗剤・ワックス・清掃用品・マット
など／体育館バスケットゴール・体育館設備
関連／学校教室・体育館洗浄・ワックス等

37 明祥 株式会社 七尾支店 石川県 七尾市 小島町ホ121番地1
薬品類／理科医療機器
類

医薬品・衛生材料・臨床検査試薬／一般医
療機器

38
キャノンメディカル
ファイナンス

株式会社 東京都 中央区 日本橋人形町2丁目14番10号
理科医療機器類／リー
ス・レンタル業類

医療機器割賦／医療機器リース

39 有限会社 フレンズメディック 大阪府 大阪市
北区国分寺一丁目
1番15-1205号

被服類 救命士・救助隊用感染防止衣

40 三谷産業イー・シー 株式会社 石川県 野々市市 御経塚3丁目47番地 燃料類／薬品類
Ａ重油、白灯油、軽油、ＬＰＧ／工業薬品（次
亜塩素酸ソーダ、苛性ソーダ、硫酸他）、活性
炭ほか

41 株式会社 スズケン 七尾支店 石川県 七尾市 小島町3丁目レ14-1番地

被服類／コンピューター
関連業務類／薬品類／
理科医療機器類／食料
類

白衣等／医療、医薬品管理関連のソフトウエ
ア販売・保守管理／医療用医薬品、臨床検
査試薬、衛生材料／医療機器／医療用食品

42 株式会社 押水グリーンセンター 石川県 羽咋郡宝達志水町 上田コ72-2 その他（造園管理業務） 樹木・芝生等の管理

43 北陸ビルサービス 株式会社 石川県 金沢市 古府町南631番地 建築物管理業務
清掃業、空調設備保守管理業、消防設備保
守管理業、電気設備保守管理業、設備機器
運転監視業

44 株式会社 スター 三重県 亀山市 関ヶ丘521番地117 その他 火葬場施設の運転管理業務全般
45 ジーエムいちはら工業 株式会社 栃木県 鹿沼市 樅山町上原267番地 消防関係車両 各種消防ポンプ自動車

46 能登建販 株式会社 石川県 鳳珠郡穴水町 字地蔵坊イの21番地

一般車両／その他特殊
車両／不用品／機械器
具類／リース・レンタル業
類

トラック、乗用車等の販売ならびに車検整備
／除雪機械、建設機械、特殊車両等の販売
ならびに点検修理／中古建設機等の買取／
除雪機械、建設機械、ロータリー除雪車、凍
結防止剤散布車、路面清掃車、散水車、トン
ネル点検車、小型除雪機、農林園芸機器、
電動・作業工具、発電機、ポンプ、コンプレッ
サー／除雪機械、建設機械、特殊車両、小
型除雪機、農林園芸機器、電動・作業工具、
発電機、ポンプ、コンプレッサー類のリース・
レンタル

47 日本海綿業 株式会社 能登営業所 石川県 鹿島郡中能登町 在江5区4番1号
被服類／理科医療機器
類／リース・レンタル業類
／その他

寝具、被服繊維品、介護福祉用品、清掃用
具他／福祉及び介護用品等／寝具一式、被
服繊維品、介護福祉用品、清掃用具他／繊
維製品全般の洗濯、医療用器具・衛生機器・
検診用器具の滅菌代行
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

48 有限会社 藤田テント商会 石川県 羽咋市 千里浜町ホ108番地

家具類／消防用品類／
被服類／看板・標識・保
安用品類／企画展示広
告・映画・室内デザイン類

カーテン、ブラインド、ビニールカーテン、どん
ちょう、染物、旗、アクリルパーテーション／
災害用テント、防災テント、災害用品／日除
け、オーニング、パイプテント、かんたんテン
ト、雨衣、作業服、テント倉庫／一文字看板、
立看板、懸垂幕・横断幕・インクジェットシート
／会場設営、イベント企画運営施工、貸テン
ト、仮説トイレ、仮設ステージ

49 平野自動車 株式会社 石川県 羽咋市 千代町い36番地
一般車両／消防関係車
両／救急関連車両／そ
の他特殊車両

新車、中古車の販売、自動車の修理及び板
金

50 税理士法人 畠経営グループ 石川県 金沢市 疋田1丁目33番地 その他

地方公会計制度対応の財務書類作成、固定
資産台帳整備支援業務、公共施設等総合管
理計画策定支援業務、公営企業制度及び公
営企業会計支援業務、経営指導、財務諸表
作成支援

51 沖電気工業 株式会社 北陸支店 石川県 金沢市 南町２番１号

事務器具類／電気器具
類／コンピュータ関連業
務類／測量機器類／建
築物管理業務

コピー機、ファックス、複合機等／電話機、電
子交換機、無線機、防災行政無線装置、消
防指令台、遠方監視装置 等／サーバー、プ
リンター、パソコン、コンピューター・ネットワー
ク関連機器、ソフトウェア開発、システム開
発、プログラム開発 等／監視・観測・測定・
計測機器、流量計／電気・通信用機器類保
守管理業、電子計算機類保守管理業、精密
機器保守管理業

52 株式会社 ドーン 兵庫県 神戸市
中央区磯上通2丁目2番21号
三宮グランドビル5Ｆ

コンピュータ関連業務類
／リース・レンタル業類

ソフトウェア開発、ネットワーク構築、データ入
力業務、インターネットコンテンツの作成、ク
ラウドサービス／電算システム(ソフトウェア
含む）の賃貸借

53 株式会社 加能建物管理 七尾営業所 石川県 七尾市 本府中町タ部5-1番地 建築物管理業務
清掃業、空気環境測定業、害虫防除業、飲
料水貯水槽清掃業、危険物地下タンク等保
守点検業

54
三菱重工
環境・化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

株式会社 中部支店 愛知県 名古屋市 西区名駅2丁目22番9号 その他
し尿処理施設の環境機器及び部品、し尿処
理施設の運転業務委託

55 日本海警備保障 株式会社 石川県 金沢市 福増町北1377番地2 建築物管理業務 警備業（施設警備、機械警備）

56 株式会社 政浦 石川県 七尾市 古府町へ部37番地
紙類／印刷物／文具類
／荒物類／時計・漆器・
工芸類

印刷用紙、コピー用紙、トイレットペーパー、
タオルペーパー／頁物、パンフ、ポスター、帳
票、封筒などのデザイン、製作／文房具／日
用雑貨、清掃用品、ごみ袋、洗剤、手袋／ギ
フト用品

57 第一印刷 株式会社 石川県 七尾市 古府町ヘ部34番地1 印刷類
頁物、パンフ・ポスター、帳票、封筒などのデ
ザイン・製作
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

58 冨木医療器 株式会社 石川県 金沢市 問屋町2丁目46番地
薬品類／理科医療機器
類／リース・レンタル業類
／その他

医薬品、衛生材料、臨床検査用試薬等／医
療機器、理化学検査機器、リハビリ機器、介
護・福祉機器等／医療機器、理化学機器、医
事用コンピュータのリース・レンタル／医療機
器等のＳＰＤ業務、医療機器等の保守メンテ
ナンス業務

59 平野純薬 株式会社 金沢支店 石川県 金沢市 直江西一丁目100番地

被服類／薬品類／測量
機器類／理科医療機器
類／リース・レンタル業類
（医療機器）

白衣、防護服等／医薬品、臨床検査試薬、
工業薬品、衛生材料、ワクチン、分析用試
薬、プール用薬品等／電子計測器等／生化
学、細菌等分析装置、汎用機器、水質検査、
バイオ関連ガラス器具、実験台等／医療機
器

60 株式会社 日本管財環境サービス 大阪支店 大阪府 大阪市中央区 淡路町三丁目6番3号
薬品類//機械器具類/そ
の他

廃棄物処理施設で使用する工業薬品類/ポ
ンプや破砕機など、廃棄物処理施設で使用
する機器類/ごみ焼却施設・リサイクル施設・
し尿処理施設・最終処分場などの運転維持
管理

61 松村物産 株式会社 石川県 金沢市 広岡2丁目1番27号
燃料類／機械器具類／
荒物類／建築物管理業
務

ガソリン、軽油、重油、灯油、潤滑油／清缶
剤／厨房機器（コンベクションオーブン、食器
洗浄機、加熱調理台、業務用冷蔵庫）／食
器・トレイ／空調設備保守管理業

62 東洋カレット 株式会社 滋賀工場 滋賀県 湖南市 岩根136番地82 不用品
廃ガラスびんを引取り、再生処理をしてガラ
スびんに戻すリサイクル業

63 帝人ヘルスケア 株式会社 東京都 千代田区 霞ヶ関3丁目2番1号
薬品類／理科医療機器
類／リース・レンタル業類

在宅酸素療法用医療用酸素／医療用機器
の販売／在宅医療用医療機器（酸素濃縮
器、人工呼吸器、超音波骨折治療器等）、在
宅医療用酸素ボンベ、パルスオキシメータ、
睡眠検査装置等のレンタル

64 株式会社 コスモガード 石川県 金沢市 諸江町32番26号 建築物管理業務
住宅及び住宅以外の施設の機械警備業務
及びその他の警備業務

65 重環オペレーション 株式会社 横浜本社 神奈川県 横浜市 西区みなとみらい4丁目4番2号 その他
ごみ焼却施設、下水処理施設、し尿処理施
設等の環境装置の保守・運転管理業務

66 有限会社 ファースト美装 石川県 七尾市 矢田町5部239番地4
建築物管理業務／その
他

清掃業、空気環境測定業、ねずみ昆虫等防
除業、飲料水貯水槽盛商業／レンタルマット

67 環境開発 株式会社 石川県 金沢市 大桑町上猫下4番地7
荒物類/廃棄物収集運搬
業・廃棄物処分業

感染性廃棄物専用容器販売など/一般廃棄
物の収集運搬および処分、（特別管理）産業
廃棄物の収集運搬及び処分

68 西日本電信電話 株式会社 金沢支店 石川県 金沢市 出羽町4番1号

事務器具類／電気器具
類／コンピュータ関連業
務／リース・レンタル業類
／その他

パソコン、コピー機、ファックス等／通信機
器、映像機器、無線機器、音響機器等／ネッ
トワーク構築、ソフトウェア開発、インターネッ
トコンテンツの作成、テータ入力業務等／-／
防災行政無線、光伝送路設備等の設計・監
理業務等、データセンタサービス及びＡＳＰ
サービス等の提供等
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

69 米沢電気工事 株式会社 石川県 金沢市 進和町32番地
消防用品類／電気器具
類／建築物管理業務

消火器、煙感知器、消火設備機器、避難器
具、救助資器材、消防ホース、災害緊急用品
類等／家電電化製品、音響製品、映像製
品、無線機器、通信機器、避雷器など／消防
設備保守管理業、電気設備保守管理業

70 小倉緑化工業 株式会社 石川県 羽咋市 兵庫町レ26番地1 造園管理業務 樹木・芝生等の管理業務

71 株式会社 中川印刷 石川県 金沢市 浅野本町ニ167番地
紙類／印刷(一般）類／印
刷（軽印刷）類

印刷用紙、コピー用紙など／フォーム印刷、
頁物、パンフレット、ポスター、帳票、封筒など
／頁物、パンフレット、ポスター、帳票、封筒
など

72 株式会社 カワノ 金沢出張所 石川県 金沢市 東力2丁目6番地 消防用品類

消防ホース、消防ポンプ、災害備蓄資機材・
食料、消防服装、エアーテント・除染テント・油
圧救助資機材、マルチカッター、ホース乾燥
機・洗浄機、泡消火薬剤、消火器、空気呼吸
器

73 株式会社 鳥羽 金沢営業所 石川県 金沢市 大友二丁目2番1
電気器具類／測量機器
類／建築物管理業務

空圧機器、自動制御機器、電機機器販売／
分析計、水位計／冷暖房設備保守

74 志賀衛生 株式会社 石川県 羽咋郡志賀町 福野キの98番地5 その他
農業集落排水処理施設の維持管理業務、浄
化槽の維持管理、浄化槽の販売、下水道処
理施設の維持管理、一般廃棄物の収集運搬

75 有限会社 国土環境公社 石川県 宝達志水町 見砂ル400番地
廃棄物収集運搬業、廃棄
物処理業

一般廃棄物の収集運搬業、産業廃棄物収集
運搬・処理業

76 株式会社 日建技術コンサルタント 石川事務所 石川県 金沢市 西泉1丁目11番地
コンピュータ関連業務類
／写真類／その他

ソフトウェア開発、データ入力業務／航空写
真／環境アセスメント（環境影響評価、生活
環境影響調査、大気、水質、騒音、土壌、振
動調査、作業環境測定）

77 日本キャタピラー 合同会社 石川営業所 石川県 金沢市 梅田町ロ54番地
その他車両／機械器具
類／リース・レンタル業類

建設機械、除雪機械の販売、サービス、レン
タル、リース／車両部品、建設機械など／建
設・土木機械など

78 株式会社 中部資源再開発 石川県 金沢市 湊1丁目55番16号
不用品／産業廃棄物収
集運搬

木くず、廃自動車、廃プラスチック、廃タイヤ、
廃ダンボール、空缶、金属くずの処分／産業
廃棄物収集運搬

79 株式会社 上村産業 石川県 七尾市 津向町ト部107番地3
消防用品類／燃料類／
薬品類／機械器具類／
理科医療機器類

消火器、消火器格納庫、看板、標示板／プロ
パンガス／医療用酸素ガス、笑気ガス／ガス
レンジ、ガスコンロ、ガス給湯器、ガス炊飯
器、溶接機、切断機、各種機械器具／在宅
酸素発生器、酸素湿潤器、各種吸引器、移
動式酸素スタンド

80 株式会社 フルテック 富山県 高岡市 矢部601番地 その他
空中ドローン、水中ドローン、国産ドローン、ド
ローンによる撮影役務、ドローンスクール

81 株式会社 疋田造園 石川県 羽咋市 滝谷町チ29番地2 その他 芝生、樹木等の維持管理業、造園管理業務

82 株式会社 エスアールエル 東京都 新宿区 西新宿2丁目1番1号
薬品類／理科医療機器
類／その他

臨床検査受託に伴う採血管等の販売／臨床
検査受託に伴う採血管等の販売／臨床検査
の受託業務
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

83 富士通Japan 株式会社 北陸支社 石川県 金沢市 広岡3丁目3番11号
事務器具類／電気器具
類／コンピュータ関連業
務類

PC、サーバー、周辺機器など／電話機、交
換機など／ソフトウェア開発、ネットワーク構
築、パソコン、サーバ、大型コンピュータ及び
関連機器の販売など

84 キングラン中部 株式会社 北陸支店 石川県 金沢市 河原市町50番地
家具類／理科医療機器
類／リース・レンタル／そ
の他

カーテン等の室内装飾、家具／介護用品、車
椅子など／カーテン類のメンテナンス付リー
ス／カーテン類のクリーニング

85 北国インテックサービス 株式会社 石川県 金沢市 鞍月2丁目1番地
コンピューター関連業務
類／リース・レンタル業類

情報処理サービス、ソフトウェア開発、データ
入力業務、コンピュータ及び関連機器の販
売、ネットワーク構築、調査等コンサルテー
ション／情報機器関連・事務用機器

86 総合ハウスリース 株式会社 石川県 金沢市 保古3丁目24番地

家具類／事務用器具類
／電気器具類／看板・標
識・保安用品類／リース・
レンタル業類

スチール製家具、ＯＡ家具、カーペット、ブライ
ンドほか／パソコン、複写機、プリンター、ファ
クシミリ、シュレッダー／家庭電化製品ほか
／交通標識、道路標識、保安用品ほか／仮
設建物、仮設トイレ、備品、エアコンほか

87 株式会社 島野電機商会 石川県 白山市 水島町350番地
消防用品類／電気器具
類／リース・レンタル業類
／建築物管理業務

消火器、火災報知機ｊほか／家庭電化製品、
無線機器、通信機器、音響機器、インバー
ター、モーターほか／エアコン・電話機リース
／消防設備保守管理業

88 ヨシダ宣伝 株式会社 石川県 金沢市 中央通町1番22号

印刷（一般）類／家具類
／コンピュータ関連業務
／看板・標類／企画展示
広告・映画・デザイン・展
示装飾

頁物、パンフレット、ポスター／特注家具、カ
ウンター、ショーケース、展示用什器、カー
ペット、クロス、室内装飾／WEBコンテンツ制
作、SNS運用／看板、標識、表示板、旗、懸
垂幕、横断幕、名札、広告パネル、プレート、
モニュメント、電子看板（デジタルサイレージ）
／イベント企画運営、会場設営、模型製作、
ディスプレイ、CI,、VI計画、TVラジオ新聞広告
の企画製作、DVD作成、バスラッピング、広
告デザイン製作

89 株式会社 ＬＳＩメディエンス 東京都 港区 芝浦一丁目２番３号 その他 生化学等全分野の検体検査業務

90 東芝インフラシステムズ 株式会社 金沢支店 石川県 金沢市 南町5番20号
電気器具類／コンピュー
ター関連業務／建築物管
理業

受配電設備、重電機器部品等／コンピュータ
関連機器等／電気設備保守管理業、上下水
道維持管理業等

91 西村運送 有限会社 石川県 羽咋市 一ノ宮町158番地1 廃棄物収集運搬業 RDF（ごみ固形化燃料）の運搬

92 株式会社 太陽測地社 七尾支店 石川県 七尾市 松百町弐部2番地1
印刷（一般）類／コン
ピューター関連業務類／
写真類／その他

地図、地形図、地図調整／ソフトウェア開発、
データ入力・処理、インターネット関連業務、
プログラム開発等／航空写真、青写真類、マ
イクロフィルム、陽画焼付、カラーコピー等／
埋蔵文化財発掘調査、遺物整理、報告書作
成、３Ｄプリンター出力

93 株式会社 川崎技研 福岡県 福岡市 南区向野1丁目22番11号 薬品類／廃棄物処分業

一般廃棄物処理施設に係る薬品類等の販売
／一般廃棄物処理施設に関する機械・機器
全般、一般廃棄物処理施設に係る運転維持
管理及び保守・点検整備等業務
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

94 トランスポートサービス 株式会社 石川県 輪島市 小伊勢町下島田14番地2 建築物管理業務
清掃業、警備業、空調設備保守管理業、消
防設備保守管理業、昇降機設備保守管理
業、設備機器運転監視業

95 コマツ石川 株式会社 中能登支店 石川県 鹿島郡中能登町 高畠へ94番地
一般車両類/機械器具類
／リース・レンタル業類

タイヤ・チェーン等車両部品の販売・車両整
備/建設機械、産業機械、除雪機械、小型除
雪機の販売及び修理／建設・土木機械、車
両、産業機械設備、工事用建設資材の賃貸

96 株式会社 ヴァイオス 和歌山県 和歌山市 西庄295番地の9
廃棄物収集運搬業・廃棄
物処分業

廃棄物の収集運搬・処分業務・リサイクル・し
尿処理施設等の槽内清掃及び浚渫業務

97 スタンドアドサービス 株式会社 石川県 金沢市 松寺町辰32番地1
看板・標識・保安用品類
／企画展示広告・映画・
室内デザイン類／その他

交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用
品類など／イベント企画運営、TV・ラジオ・新
聞広告の企画制作、模型・ジオラマ作成、映
画・ビデオ作成、舞台大道具など／その他物
品類など

98 株式会社 エムエス 石川県 金沢市 畝田西4丁目87番地3 機械器具類

厨房機器（業務用冷凍冷蔵庫、電気フライ
ヤー、真空冷却機、ブラストチラー、食器洗浄
機、食器消毒保管庫、温冷配膳車、製氷機、
その他業務用厨房機器）

99 有限会社 高田農機 石川県 羽咋市 上江町110番地
機械器具類／農薬、肥
料、飼料類

農業機械、林業機械、小型除雪機の納品／
農薬、肥料、農業関連資材の納品

100 株式会社 クリーンテックサービス 石川県 金沢市 三口町火278番地 建築物管理業務 浄化槽維持管理業務

101 河北郡衛生 株式会社 石川県 かほく市 高松丁90番地1
建築物管理業務／廃棄
物収集運搬業・処理業

飲料水貯水槽清掃業（建築物飲料水槽清掃
業務）、浄化槽維持管理業（小型・大型浄化
槽・農業集落排水処理施設の維持管理業
務）、公共下水道施設維持管理業務、下水道
管路清掃業務／一般廃棄物収集運搬業、農
業集落排水汚泥運搬業務、産業廃棄物・特
別管理産業廃棄物の収集運搬業務、産業廃
棄物処分業

102 第一美装興業 株式会社 石川県 七尾市 本府中町チ部32番地の5 建築物管理業務

ビル管理法に基づく清掃業、その他清掃業
務全般、施設常駐警備、ビル管理法に基づく
空気環境測定業務、ビル管理法に基づくね
ずみ昆虫等防除業務、ビル管理法に基づく
飲料水貯水槽清掃業務、空調設備の保守点
検、簡易な修理、消防設備の保守点検、危険
物地下タンク埋設配管等の漏洩検査／産業
廃棄物の収集運搬

103 株式会社 アイザック・トランスポート 富山県 富山市 米田町一丁目6番30号 廃棄物収集運搬業務
産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の収集運
搬業

104 銀扇産業 株式会社 石川県 金沢市 駅西本町2丁目10番23号
電気器具類／建築物管
理業務

消防用無線等の通信機器の販売／無線通
信設備（機器）の保守点検、電気設備（機器）
の保守点検

105 株式会社 イ・エス・エス 東京都 文京区 小石川一丁目1番17号 その他
消防救急無線システム、消防指令システム
に関する調査・設計・コンサルタント業務
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

106 株式会社 明宝ユニフォーム 石川県 金沢市 長田町1丁目5番56号
被服類／リース・レンタル
業類

白衣、事務服、給食衣、作業服、前掛、看護
衣、帽子、靴、その他衣服類/ユニフォーム
リース

107 株式会社 オキシー 石川県 河北郡内灘町 字鶴ヶ丘2丁目710番地 建築物管理業務

清掃業（建築物内の清掃を行う事業）、飲料
水貯水槽清掃業（受水槽・高架水槽等建築
物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事）、浄化
槽維持管理業（建築物の浄化槽の保守点検
を行う事業）、建築物排水管清掃業（建築物
の排水管の管路内の清掃を行う事業）

108 豊富産業 株式会社 富山県 滑川市 下梅沢1341番地 不用品 金属製、廃小型廃家電の買取・引取

109 株式会社 新日本コンサルタント 能登営業所 石川県 羽咋市 的場町的場10 コンピュータ関連業務類
ソフトウェア・地理情報システム開発、保守、
データ管理

110 有限会社 千田書店 石川県 羽咋市 島出町フ25番地1
紙類／印刷（軽印刷）類
／文具類／家具類／事
務器具類

コピー用紙・印刷用紙等の販売／封筒等の
印刷／文房具・書籍・雑誌・教科書・CD・
DVD・教材等の販売／オフィス家具の販売／
印刷機の販売

111 株式会社 メディセオ 七尾支店 石川県 七尾市 白馬町70部1番地31
医薬品卸売業／理科医
療機器類

医薬品、医薬部外品、試薬、医療機器具に
関する総合卸売業／医療機器（ＭＲ装置、Ｃ
Ｔスキャナー、結石破壊装置、人工透析装
置、ベット、福祉機器、介護用品、車椅子、義
足）、理化学機器（顕微鏡、各種分析装置、
実験機器）

112 日成ビルド工業 株式会社 金沢支店 石川県 金沢市 金石北3丁目16番10号 リース・レンタル業類

プレハブ建築、プレハブ構築物の設計・製
造・販売・設置及び賃貸借、建築工事及び土
木工事の請負・設計・監理・施工及びコンサ
ルティング、駐車場、施工、請負、監理及び
製造、販売、輸出入、賃貸、メンテナンス

113 日本海ビューティ 株式会社 石川県 羽咋郡志賀町 高浜町ケ1番地25 建築物管理業務
建築物清掃業務、ねずみ昆虫等防除・駆除
業務、貯水槽清掃業務、空気環境測定業務

114 Hitz環境サービス 株式会社 神奈川県 川崎市 川崎区南町1番1 建築物管理業務
ごみ焼却処理施設の運転・維持管理、炉内
清掃、煙突清掃

115 株式会社 ニチイ学館 東京都 千代田区 神田駿河台4丁目6番地
紙類／印刷（一般）類／コ
ンピュータ関連業務／理
科医療機器類／その他

衛生用紙／帳票印刷／データ入力、情報処
理、電算／福祉機器（介護用品、車椅子）／
医事業務、介護業務、保育業務、窓口業務、
人材派遣、各種調査測定

116 石川トヨタ自動車 株式会社 石川県 金沢市 御影町3番1号
一般車両／消防関係車
両／救急関係車両

乗用車、トラック、タイヤ、車両整備、車両部
品など／消防自動車、はしご車、化学消防ポ
ンプ、オーバーホール、車両部品など／救急
自動車、オーバーホール、車両部品など
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

117 葛巻内装 株式会社 石川県 金沢市 百坂町ロ66番地 家具類／運動具類

カーテン、緞帳、暗幕、椅子生地、ブライン
ド、ロールスクリーン、アコーディオンドア、
カーペット、クロス、襖紙、障子紙、タイルカー
ペット、カーペット、長尺塩ビシート・レール・
人工芝・一般用畳・掛軸、フィルム／柔道畳・
円的用畳

118 ミナミ金属 株式会社 石川県 金沢市 打木町東1426番地 不用品／廃棄物処理業

OA・通信機器類、使用済小型電子機器等、
その他スクラップ品の買取り／廃OA・通信機
器類、使用済小型電子機器等・その他産業
廃棄物の収集運搬及び処分・一般廃棄物で
ある使用済小型電子機器等の収集運搬及び
処分

119 野村興産 株式会社 東京都 中央区 日本橋堀留町2丁目1番3号
廃棄物収集運搬業、廃棄
物処分業

水銀含有廃棄物(廃乾電池・廃蛍光灯・血圧
計・体温計等）処理処分リサイクル

120 一般財団法人 日本環境衛生センター 神奈川県 川崎市 川崎区四谷上町10番6号 その他
廃棄物処理施設精密機能検査、計画策定
（廃棄物処理基本計画等）、環境アセスメン
ト、産業廃棄物実態調査

121 株式会社 元創 東京都 杉並区 高円寺南三丁目24番31号
コンピュータ関連業務類
／建築物管理業務／そ
の他

クラウド型斎場予約システム／火葬炉保守
点検／火葬炉残骨灰処理業務、火葬業務、
火葬炉台車保護材・火葬炉用品の販売、遺
体保冷庫の販売、人材派遣（火葬場関連）

122 トヨタエルアンドエフ石川 株式会社 七尾営業所 石川県 七尾市 本府中町ル27番地
その他特殊車両／機械
器具類／リース・レンタル
業類

フォークリフト、ショベルローダ、牽引き車、高
所作業車、産業車両用タイヤの販売・点検整
備／搬送車、床面清掃車、ラック類、パレット
類、スポットクーラ、スポットヒータの販売／
フォークリフト、ショベルローダ、スポットクー
ラのリース・レンタル

123 株式会社 地域みらい 石川県 鹿島郡中能登町 良川ヘ部32番地

印刷（一般）類／コン
ピュータ関連業務類／写
真類／企画展示広告・映
画・室内デザイン類／
リース・レンタル業類

パンフレット用の地図、図面等の印刷／３Ｄ
モデリング技術を活用したコンテンツや計画
シミュレーション／航空写真（ドローン撮影）
／３Ｄ計測データから文化財等の模型やジオ
ラマ制作／トータルステーション、スキャナー
など計測機器の貸出し

124 環境未来 株式会社
北陸検査
センター

石川県 金沢市 藤江南1丁目7番地1 その他

水質、大気、ダイオキシン類、土壌、臭気、騒
音・振動、アスベスト、検便、検尿、食品、拭
き取り、ノロウイルス、新型コロナPCR、ぎょう
虫

125 株式会社 にしき堂 石川県 金沢市 古府1丁目60番地
文具類／家具類／事務
器具類／電気器具類／
リース・レンタル業類

文房具／スチール家具、木製家具、特注家
具、机、いす／パソコン（家庭用）、コピー機、
ファックス／家庭電化製品、音響製品、映像
製品、無線機器、通信機器／事務用機器

126
キヤノン
メディカルシステムズ

株式会社
金沢サービス
センタ

石川県 金沢市 南町5番20号 建築物管理業務 医療機器の修理・保守管理
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在
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番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

127
キヤノン
メディカルシステムズ

株式会社 北陸支店 石川県 金沢市 南町5番20号
その他特殊車両／事務
器具類／理科医療機器
類

検診車／医療用事務処理コンピュータ／Ｘ線
診断システム、CTシステム、MRIシステム、超
音波診断システム、放射線治療装置、核医
学診断システム、検体検査システム、ヘルス
ケアITソリューションなどの販売

128 株式会社 ヨシカワ 羽咋営業所 石川県 羽咋市 釜屋町ノ42番2
その他車両／リース・レン
タル業類

建設土木機械器具一式、林業機械、特殊車
両、除雪機械、測定機器類の販売・修理／建
設土木機械器具一式、林業機械、特殊車
両、除雪機械、測定機器類、保安用品のリー
ス・レンタル

129 株式会社 北陸ワキタ 石川県 金沢市 鳴和2丁目9番25号
事務器具類／電気器具
類／薬品類／理科医療
機器類／写真類

パソコン、コピー機、周辺機器／家庭電化製
品／臨床検査試薬／医療機器、Ｘ線フィルム
／カメラ

130
富士フイルムビジネス
イノベーションジャパン

株式会社 北陸支社 石川県 金沢市 中橋町11番18号
紙類／事務器具類／コン
ピュータ関連業務類／
リース・レンタル業類

コピー用紙等の販売／コピー機、プリンタ、パ
ソコン等の販売／パソコン、ソフトウエアの
セットアップ等／コピー機、プリンタ等のリー
ス・レンタル

131 有限会社 羽咋美装 石川県 羽咋市 四町い10番地 建築物管理業務
床ワックス掛け業務、ガラス清掃、日常清
掃、ジュータンクリーニング

132 有限会社 白坂速記事務所 石川県 金沢市 窪7丁目263番地
コンピュータ関連業務類
／その他

データ入力、加工、版下作成、各種議事録、
報告書・出版物の作成、会議録検索システム
の販売／速記業務、音声記録の文書データ
化（テープおこし）、録音サービス、各種議事
録、報告書、出版物の作成

133 株式会社 グリーンエコ 大阪府 大阪市
中央区南船場一丁目17番11号
上野ＢＲビル

コンピューター関連業務
類／その他

データ入力、集計、分析、将来推計等電算業
業務／世論・意識・市場・経済・廃棄物実態・
都市計画・交通量等調査、廃棄物処理計画
策定、地球温暖化対策実行計画策定、環境
基本計画策定、計画策定（福祉関係・産業・
観光・農業・防災・総合・地域計画等）

134 小倉建設 株式会社 石川県 羽咋市 柳橋町五俵刈5番地
廃棄物収集運搬業・処分
業／その他

一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業
（木くず）、産業廃棄物収集運搬業、産業廃
棄物処分業（木くず）／除雪、消雪、除草、清
掃等の環境保全・管理

135 株式会社 日本海コンサルタント 石川県 金沢市 泉本町2丁目126番地
印刷（一般）類／事務器
具類／コンピュータ関連
業務類／写真類

パンフレットの作成／パソコン及び関連機器
の販売、ソフトウェア販売／ソフトウェア開
発、ネットワーク構築、データ入力業務／航
空写真、オルソデータ撮影及び販売、マイク
ロ写真、陽画焼付

136 荏原商事 株式会社 能登支店 石川県 七尾市 本府中町二40番地1
電気器具類／薬品類／
機械器具類／建築物管
理業務

クラウド遠隔監視システム、水位計、避雷装
置 ほか／工業用薬品（ボイラ薬品、高分子
凝集剤、活性炭  ほか）／ポンプ、ボイラー、
送風機、冷却塔、冷凍機、太陽光発電設備
機器（パネル、パワーコンディショナ等）、小
水力発電装置（逆転水車等） ほか／ポンプ
設備等の保守点検、維持管理
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

137 千田商店 石川県 羽咋市 松ケ下町イの59番地 不用品
鉄くず、アルミ、サッシ、ダンボール、被覆線、
新聞等の回収業務

138 株式会社 本田商会 石川県 金沢市 増泉2丁目19番10号
消防関係車両／消防用
品類／建築物管理業務

各種消防自動車ほか災害用資機材車、起震
車、給水車ほか／消防用制服、被服、長靴、
安全靴、水難救助用ボート、消火器、消火設
備、避難器具、救助用資機材、小型ポンプ、
消防用ホース類、災害緊急用品、オイルフェ
ンスなど／消防用設備保守点検業務及び防
火対象物定期点検業務

139 株式会社 モリタ 富山営業所 富山県 富山市 牛島新町4番10号
一般車両／消防関係車
両／消防用品類／コン
ピュータ関連業務類

トイレカー、排水ポンプ車、電動資器材搬送
車等防災車両／各種消防自動車、はしご
車、救助工作車／救助資器材／消防団向け
活動支援アプリ

140 俵石油店 石川県 羽咋市 柴垣町7-16番地 燃料類
ガソリン、灯油、Ａ重油、プロパンガス、軽油、
石油暖房器具など

141 株式会社 カンエイメンテナンス 新潟事業所 新潟県 新潟市
中央区天神１-１
プラーカ3　2階

建築物管理業務
設備機器運転監視業業務（ごみ処理施設、し
尿処理施設等運転管理業務）

142 株式会社 田島 石川県 金沢市 湊4丁目19番地2
消防用品類／被服類／
荒物類／看板・標識・保
安用品類／漁網類

ヘルメット、防火服、消化器、レンジャーロー
プ／雨衣、合羽、帽子、テント／繊維ロープ、
しめなわ、害獣捕獲檻、ワイヤー、改良型カ
ラス防止ネット（街美人）／安全靴、救命胴衣
／漁網、スポーツネット、防鳥網、漁具、浮子

143 株式会社 富士通ゼネラル
中部情報通信
ﾈｯﾄﾜｰｸ営業部

愛知県 名古屋市 名東区猪高台1丁目1315番地 電気器具類
高機能消防指令センターシステム、デジタル
防災行政無線システム、消防・救急デジタル
無線システム

144 太平洋セメント 株式会社 中部北陸支店 愛知県 名古屋市 中区栄二丁目8番12号
廃棄物処分業、廃棄物収
集運搬業

一般廃棄物処分業、産業廃棄物処分業、一
般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬
業

145 福野商店 石川県 羽咋郡志賀町 末吉千古82番地1 その他 再生資源回収業（古紙、古鉄回収）

146 林消防設備 石川県 鹿島郡中能登町 良川ソ部135番地1
消防用品類／建築物管
理業務

長靴、消火器、消火設備、消防ホース、避難
器具、救助資器材、災害緊急用品／消防設
備保守管理業

147 中日本建設コンサルタント 株式会社 愛知県 名古屋市 中区錦1丁目8番6号
コンピュータ関連業務／
測量機器類

弊社開発のプラント設備等状態監視システム
／自社監視システム用データ収集・蓄積ネッ
トワークの構築

148 株式会社 創和 東京都 江戸川区 篠崎町3丁目33番8号 その他
火葬場火葬炉残骨灰処理業務、火葬炉台車
保護材・火葬炉用品販売

149 株式会社 日本サポートサービス 東京都 千代田区
神田駿河台2丁目9番地
駿河台フジヴュービル

コンピューター関連業務
／その他

電算業務（データ入力、情報処理）／医療事
務、保健指導関連業務、労働者派遣業務、
梱包及び発送等業務、倉庫保管業務

150 ワタキューセイモア 株式会社 北陸営業所 富山県 射水市 広上2000番27
紙類／被服類／理科医
療機器類／リース・レンタ
ル業類／その他

衛生用紙／作業服、帽子、布団類、靴、白衣
／介護ベッド、福祉機器、車椅子／寝具類・
患者衣類・タオル類・白衣等の賃貸／寝具
類・患者衣類・タオル類・白衣等のクリーニン
グ
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

151 三和メディカル 株式会社 石川県 金沢市 石引4丁目4番6号
薬品類／理科医療機器
類／リース・レンタル業類

医薬品の販売（眼科）／医療器械・衛生材
料・医療用具・眼内レンズ等の販売（眼科）／
医療器械・医療用具等のリース・レンタル（眼
科）

152 アムズ 株式会社 石川県 金沢市 西泉3丁目92番地 建築物管理業務
空調設備保守管理業、消防設備保守管理
業、浄化槽維持管理業、給排水衛生設備保
守管理業、下水道類似施設保守管理業

153 オフィス空間ミヤカワ 石川県 羽咋市 本町コ122番地1
文具類／家具類／消防
用品類／事務器具類／
電気器具類

文房具、教材、書籍、ビデオ、CD、画材など
／スチール家具、木製家具、特注家具、カー
テン、机、椅子など／消防用被服、安全靴、
消火器、避難器具、災害緊急用品、避難器
具など／コピー機、パソコン、ファックス、OA
サプライ用品など／家庭電化製品、音響製
品、映像製品、通信機器、無線機器など

154 上田石油 株式会社 石川県 羽咋市 四柳町そ7番地1 燃料類
ガソリン・軽油・灯油・Ａ重油・潤滑油・暖房器
具類・プロパンガス及び器具類

155 長野ポンプ 株式会社 七尾営業所 石川県 七尾市 小島町ヌ部8番地
消防関係車両／消防用
品類／理科医療機器類
／建築物管理業務

消防ポンプ自動車製造・販売／消防用被服・
消防用品・消火器・小型動力ポンプ販売／
AED／消防設備保守管理業

156 一般財団法人 石川県予防医学協会 石川県 金沢市 神野町東115番地
建築物管理業務／その
他

空気環境測定（特定建築物及び事務所側に
よる空気環境測定、有機溶剤等の作業環境
測定）、簡易専用水道検査（簡易専用水道現
場検査、簡易専用水道書類検査）、大気に係
る計量証明事業（ボイラーばい煙測定、悪臭
調査）／食品検査（食品微生物及び理化学
検査、食品衛生コンサルティング）、健康診断
（健康診断、人間ドック、保健指導、ストレス
チェック、腸内細菌検査、ノロウイルス検査）

157 ナブコドア 株式会社 北陸支店 石川県 金沢市 新神田1丁目9番地1号 建築物管理業務
各種自動ドアの保守メンテナンス及び修理業
務

158 株式会社 北日本ジオグラフィ 石川県 金沢市 浅野本町2丁目2番5号
印刷　（一般）類／コン
ピュータ関連業務類／写
真類／その他

用途に応じた地図作成及び印刷／ソフトウェ
ア開発、データ入力、システム開発／マイク
ロ写真、航空写真等／埋蔵文化財等調査、
文化財に係るコンテンツ等

159 株式会社 ジェイアクア 東京都 渋谷区 神南1丁目5番地14号 その他 火葬残骨灰処理業

160 千代田機電 株式会社 石川県 金沢市 新保本4丁目65番地12

一般車両／その他特殊
車両／不用品／機械器
具類／リース・レンタル業
類

トラック・乗用車等の販売ならびに車検修理
／除雪機械・建設機械、特殊車両等の販売
ならびに点検修理／中古建設機械等の買取
／除雪機械、建設機械、ロータリー除雪車、
凍結防止剤散布車、路面清掃車、散水車、ト
ンネル点検車、小型除雪車、農林園芸機器、
電動・ポンプ、コンプレッサー／除雪機械、建
設機械、特殊車両、小型除雪機、農林園芸
機器、電動・作業工具、発電機、ポンプ、コン
プレッサー、仮設資機材、保安用品類のリー
ス・レンタル

14



物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

161 兼岡ジムキ 有限会社 石川県 金沢市 荒屋1丁目77番地

紙類／文具類／家具類
／事務器具類／リース・
レンタル業類（事務用機
器）

印刷用紙、コピー用紙／文房具／スチール
家具／複合機、高速カラープリンター、POSレ
ジ／複合機、高速カラープリンター

162 日立造船 株式会社 中部支社 愛知県 名古屋市 中村区名駅南1丁目24番30号
薬品類／機械器具類／
建築物管理業務

工業薬品、排ガス処理用薬品、灰処理用薬
品、脱臭用薬剤、水処理用薬剤など／ごみ
焼却施設部品、リサイクル用機器部品、環境
整備機器、水処理施設用機器など／廃棄物
処理施設、し尿処理施設などの処理場維持
管理業務

163 株式会社 建設技術研究所 金沢事務所 石川県 金沢市
西念1丁目1番3号
コンフィデンス金沢

コンピュータ関連業務／
その他

防災行動支援システム、水災害リスクマップ
（Riskma）等の各種ソフトウェア開発・保守／
測定・検査・調査研究、環境測定（水質・土
壌）、計画・調査研究・統計作業（社会経済分
野、自然科学分野）

164 株式会社 ハクイ印刷 石川県 羽咋市 南中央町ユ83-51
印刷（一般）類／印刷（軽
印刷）類

フォーム印刷、頁物、パンフレット、ポスター、
帳票、地図、封筒／頁物、パンフレット、ポス
ター、帳票、封筒

165 エア・ウォーター・リンク 株式会社 北陸支店 石川県 金沢市 駅西本町2丁目11番29号
薬品類／理科医療機器
類／リース・レンタル業類
／その他

医薬品、臨床検査試薬、衛生材料、防疫消
毒薬／医療機器、福祉機器、理化学機器、
介護用品等／医療機器／病院等医療機器・
学校検診機材の洗浄滅菌

166 株式会社 ICCサービスセンター 石川県 白山市 向島町1100番地

事務器具類／電気器具
類／コンピュータ関連業
務類／測量機器類／リー
ス・レンタル業務

パソコン、コピー機、ファックス、プリンタ等／
通信機器等／ネットワーク構築、コンピュータ
及び関連機器の販売等／測量機器／通信
機器

167 北研エンジニアリング 株式会社 七尾支店 石川県 七尾市 白馬町57部13番地
薬品類／建築物管理業
務

活性炭、工業薬品、衛生材料／飲料水貯水
槽清掃業、浄化槽維持管理業、空調設備保
守管理業、上下水道等処理施設維持管理、
給水管洗浄、冷媒配管・温水管等洗浄業務、
簡易水道施設の維持管理、漏水調査

168 　 西原環境 東京・東北支店 東京都 港区 海岸三丁目20番20号
薬品類／機械器具類／
建築物管理業務

工業用薬品／水処理関連機器／水処理施
設の保守点検及び維持管理業務

169 JFE環境サービス 株式会社 神奈川県 横浜市 鶴見区弁天町3番地 機械器具類／その他
廃棄物処理施設の設備、機械、機器及び金
属製品等の販売、保守及び修理／廃棄物処
理施設の管理受託、運営受託

170 北陸綜合警備保障 株式会社 七尾支社 石川県 七尾市 三島町79番5

消防用品類／電気器具
類／理科医療機器類／
リース・レンタル類／建築
物管理業務／その他

消火器、消火設備、避難器具、災害緊急用
品、防災用品、備蓄食料等／監視カメラ、電
気錠、出入管理システム、避雷針等／ＡＥＤ
（自動体外式除細動器）／ＡＥＤ（自動体外式
除細動器）、体温検知カメラのリース／警備
業・機械警備業／防犯用品、体温検知カメラ

171 株式会社 五輪 富山県 富山市 奥田新町12番3号 その他
火葬業務委託（斎場の運営並びに保守管
理）
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

172 フジ地中情報 株式会社 北陸支店 富山県 富山市 今泉西部町9番地1
コンピューター関連業務
類／建物管理業務／そ
の他

ソフトウェア開発、データ入力業務、マッピン
グ、台帳作成、図面作成、スキャニング／上
下水道施設運転管理・保守・管理／水道メー
タ検診・料金収納、漏水調査、開閉栓、窓口
業務

173 有限会社 小泉石油店 石川県 羽咋郡志賀町 町21の31番地 燃料類 石油類の給油及び配達、オイル等の販売等

174 三協衛生 株式会社 石川県 羽咋市 東川原町免田1番地
建築物管理業務／廃棄
物収集運搬業

浄化槽の清掃、農業集落排水施設及び合併
処理・単独浄化槽の維持管理）／一般廃棄
物収集運搬業（家庭系ごみ及び事業系ごみ
の収集、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬）、
産業廃棄物収集運搬業（下水道脱水汚泥の
収集運搬・下水管・マンホール清掃）

175 有限会社 金沢商店 石川県 羽咋市 粟生町メ189番地1
不用品（資源回収業）／
産業廃棄物収集運搬業

紙製資源ごみ排出業務、鉄類・非鉄金属類
売買／産業廃棄物収集運搬

176 株式会社 シキケミカル 石川県 金沢市 問屋町1丁目14番地
燃料類／薬品類／理科
医療機器類／農薬・肥
料・飼料類／その他

Ａ重油、灯油、工業用潤滑油／医薬品、工業
薬品、活性炭、消臭剤、高分子凝集剤、ポリ
塩化アルミニウム、消毒殺菌剤、衛生材料／
理化学機器（各種分析機器、測定器）、ＡＥＤ
／農薬、農業関連資材／貨物運送業、自治
体ごみ袋

177 クボタ環境エンジニアリング 株式会社 大阪支社 兵庫県 尼崎市 浜1丁目1番地１号
電気器具類／機械器具
類

電気・通信用機器／汚泥脱水機部品、ポン
プ、ノズル、コンベア、バルブ

178 株式会社 金沢環境サービス公社 石川県 金沢市 御影町23番10号
建築物管理業務／その
他

飲料水貯水槽清掃業（飲料水の貯水槽及び
高架水槽等のタンク内の清掃及び消毒作
業）、浄化槽維持管理業（地域・農業集落下
水処理施設や浄化槽等の日常運転及び保
守作業）、下水道処理施設・管路施設維持管
理（下水道処理施設の運転管理、下水道閑
居清掃及び調査・保守産業）、給・排水管洗
浄業務（排水管の超高圧水による定期洗浄
および詰りとおし、給水管の洗浄作業）／環
境計量証明・各種分析（排水・土壌・大気・騒
音・振動・ダイオキシン等有害物等の環境測
定・分析）

179 株式会社 協働管財 東京都 新宿区 若葉1-10番地11
建築物管理業務／その
他

火葬業務運転管理／火葬残骨灰処理業務

180 株式会社 三豊 愛知県 豊橋市 西山町字西山328番地 その他 火葬残骨灰処理業務
181 株式会社 阪神マテリアル 大阪府 大阪市 住之江区北加賀屋3丁目2番18号 その他 火葬残骨灰等処理業務

182 株式会社 システムディ 京都府 京都市 烏丸通三条上る場之町603番地 コンピュータ関連業務類
校務支援、公会計ソフトウェア及びサーバ等
ハードウェア及び周辺機器の販売

183 テスコ 株式会社 東京都 千代田区 西神田一丁目4番地5号 建築物管理業務 ごみ処理施設運転維持管理

184 株式会社 ディーシーコーポレーション 石川県 金沢市 北安江四丁目18-6 建築物管理業務
清掃業、飲料水貯水槽清掃業、排水管清掃
業

185 株式会社 環境公害研究センター 石川県 金沢市 金石相生町1番17号
建築物管理業務／その
他

建築物空気環境測定／環境アセスメント調
査
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

186 ＮＰテクノトラスト 株式会社 石川県 金沢市 東蚊爪町1丁目27番地6
消防関係車両／消防用
品類／建築物管理業務

消防ポンプ自動車製造・販売／消防用品、消
火器、小型電動ポンプ販売、避難器具、防災
用品／消防設備保守点検

187 株式会社 ファイネス 七尾支店 石川県 七尾市 白馬町70部1番地の6

薬品類／理科医療機器
類／農薬・肥料・飼料類
／リース・レンタル業類／
その他

医薬品、臨床検査試薬、衛生材料、工業薬
品、防疫消毒薬、動物用医薬品／医療機器
／飼料／医療機器の賃貸／人材派遣、医療
機器の保守

188 株式会社 テクノ 石川県 金沢市 松寺町辰32番地2
看板、標識、保安用品類
／企画展示広告、映画、
室内デザイン類／その他

交通標識、道路標識、看板、懸垂幕、保安用
品類など／イベント企画運営、TV・ラジオ・新
聞広告の企画制作、模型・ジオラマ作成、映
画・ビデオ作成、舞台大道具など／その他物
品類

189 株式会社 エオネックス 石川県 金沢市 東蚊爪町1丁目19番地4
薬品類／機械器具類／
その他

滅菌剤、浴槽洗浄剤等の販売／温泉ポンプ
等の販売／温泉設備保守管理業、水質検査
等

190 北信テレネックス 株式会社 石川県 金沢市 小橋町3番47号
消防用品類／事務器具
類／電気器具類／建築
物管理業務

消火器、火災報知設備／各種コンピュータ、
周辺機器、コピー機、ファックス／音響製品、
映像製品、通信機器／電話設備保守管理、
消防設備保守管理

191 干場産業サービス 株式会社 石川県 羽咋市 兵庫町巳14番地1

紙類／印判類／文具類
／家具類／一般車両／
消防用品類／被服類／
事務機器類／電気器具
類／燃料類／時計・漆
器・工芸類

印刷用紙、コピー用紙、衛生用紙／印章、ゴ
ム印、表札／文房具／スチール家具、木製
家具、特注家具、机、いす、テレビ、空気清浄
機／乗用車、タイヤ、車両部品／消防用制
服、消防用被服、消火器／雨衣、作業服、帽
子／パソコン、コピー機、ファックス／家庭電
化製品、無線機器／ガソリン、灯油、Ａ重油、
軽油、石油暖房器具／ギフト用品

192 一般財団法人 北陸電気保安協会 七尾地区本部 石川県 七尾市 津向町ト101番地1 建築物管理業務 電気設備保守管理業務

193 羽咋重機 株式会社 石川県 羽咋市 兵庫町タ5番地1 リース・レンタル業類
建設機械、産業機械、廃棄物処理用リサイク
ル機械の販売、修理,保守管理及び上記機
械、ダンプトラックのリース、レンタル

194 有限会社 ナタミ 石川県 羽咋市 鶴多町亀田12番地1 電気器具類／燃料類
家庭電化製品／プロパンガス、灯油、ガス石
油暖房器

195 株式会社 利水社 石川県 金沢市 東蚊爪町1丁目19番地4
印刷（一般）類／コン
ピュータ関連業務類／写
真類／その他

管内図や都市計画図の地形図印刷／システ
ム保守、データ入力業務／航空写真、ＵＡＶ
運行撮影／地図調製、防災マップ作成、ＧＩＳ
システムデータ作成、データベース化による
台帳整備、埋蔵文化財遺跡発掘調査、遺物
整理

196 太平ビルサービス 株式会社 石川県 金沢市 南町2番1号 建築物管理業務

清掃業、警備業、空気環境測定業、ねずみ
昆虫等防除業、飲料水貯水槽清掃業、空調
設備保守管理業、消防設備保守管理業、電
気設備保守管理業、設備機器運転監視業、
その他の保守管理業

197 株式会社 明光 和歌山県 海南市 下津町下津3080番地1 建築物管理業務 し尿処理施設清掃業務
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿
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198 株式会社 池田商事 石川県 羽咋郡志賀町 末吉寅136番地1 一般車両／燃料類
タイヤ、車両／ガソリン、軽油、白灯油、重
油、潤滑油

199 富士建設工業 株式会社 新潟県 新潟市 北区島見町3307番地16 その他
火葬場施設の備品、用品、消耗品／火葬炉
設備の保守点検業務／火葬炉設備の運転
業務、火葬業務

200 株式会社 ほくつう 七尾支店 石川県 七尾市 小丸山台3丁目16番地

消防用品類／事務器具
類／電気器具類／コン
ピュータ関連業務類／建
築物管理業務

消火用品類、災害備蓄品の販売／コピー
機、ファックスの販売／無線機器、通信機
器、音響機器、映像機器、無線機器、家庭電
化製品、発電機、気象観測機等の販売／パ
ソコン、コンピュータ及び関連機器の販売、ソ
フトウェア開発、ネットワーク構築／電話設
備、消防設備保守管理業、その他保守点検
業務

201 株式会社 トスマク・アイ 石川県 白山市 村井町330番地
建築物管理業務／産業
廃棄物収集運搬業／そ
の他

清掃業・飲料水貯水槽清掃業・浄化槽維持
管理業／産業廃棄物収集搬、産業廃棄物処
分業／下水道終末処理施設維持管理業、下
水道管路施設保守管理業、各施設維持管理
点検調査清掃等委託業務

202 株式会社 タクマ 東京支社 東京都 港区 芝浦三丁目9番1号 その他 廃棄物処理施設維持管理業務

203 アジア航測 株式会社 北陸支店 富山県 富山市 今泉西部町4番地10

印刷（一般）類／コン
ピュータ関連業務類／写
真類／リース・レンタル業
類

地図の印刷／ソフトウェア開発、データ入力
業務等／航空写真の現像、引伸ばし、焼付
け／ソフトウェア、ハードウェアのリースレンタ
ル

204 一般財団法人 北陸保健衛生研究所 石川県 金沢市 太陽が丘3丁目1番2 建築物管理業務、その他

空気環境測定、建築物飲料水水質検査、水
道法34条に基づく簡易専用水道管理検査/
水道法20条に基づく水質検査、計量証明、衛
生検査（検便、食品）、

205 株式会社 ホクコク地水 石川県 金沢市 御影町25番1号 機械器具類 水中ポンプ、バルブ、スノーアンテナ
206 エヌエス環境 株式会社 北陸支店 石川県 金沢市 西念3丁目32番12号 その他 環境アセスメント調査

207 ホシザキ北信越 株式会社 能登営業所 石川県 七尾市 大津町ヤ32-3
電気器具類／機械器具
類／荒物類／食料類／
その他

家庭用エアコン、業務用エアコン／製氷機、
ティーディスペンサー、業務用冷凍・冷蔵庫、
牛乳保冷庫、消毒保管庫、プレハブ冷蔵庫、
食器洗浄機、温冷配膳車、電解水生成装
置、スチームコンベクションオーブン、その他
各種厨房機器／洗剤、紙コップ、マドラーなど
／ディスペンサー用茶葉、粉茶、コーヒーなど
／厨房機器及びエアコンの修理・保守点検

208 髙領石油 石川県 羽咋郡志賀町 富来領家町子の18番地 燃料類
ガソリン、軽油、灯油、Ａ重油、プロパンガス、
石油暖房器具など

209 税理士法人 森田会計事務所 奈良県 奈良市油阪町 456番地　第2森田ビル4F
コンピュータ関連業務類
／その他

地方公会計システム（PPP）の導入・データ移
行・保守業務／公会計・公営企業会計、一般
廃棄物会計基準に基づく財務書類作成業
務、各種計画策定、インボイス登録申請、各
種税務相談、消費税申告届出代理、地方公
営企業法適用
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令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿
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210 株式会社 日本海潜水サービス 石川県 金沢市 直江西1丁目3番地
電気器具類／運動具類
／写真類

水中無線機、他／潜水用資器材（マスク、
フィン、潜水用スーツ、空気タンク、他）／水
中カメラ、水中ビデオ、他

211 日清医療食品 株式会社 近畿支店 京都府 京都市
中京区烏丸御池下ル虎屋町566-1
井門明治安田生命ビル７Ｆ

食料類／その他
給食用食材、病院・施設向けお弁当（普通
食・制限食）／給食業務

212 株式会社 メディペック 石川県 金沢市 西念3丁目1番5号
薬品類／理科医療機器
類／リース・レンタル業類

医療機器全般、理化学機器等（医療用診断
装置、検査機器、ME機器、放射線装置、生
体情報モニター、全身麻酔器、分析機器、顕
微鏡撮影システム、結石破砕装置、調剤台、
分包機、ベッド、CT、MRI、PET-CT、PET、一
般医療材料、介護用品、福祉機器など）／衛
生材料等／医療機器のリース・レンタル／医
療用ガス配管設備の保守点検業務

213 セントラルメディカル 株式会社 石川県 金沢市 西念3丁目1番5号
薬品類／理科医療機器
類／リース・レンタル業類
／その他

医薬品、臨床検査試薬、衛生材料等／医療
機器全般、理化学機器等／医療機器／医療
用ガス配管設備の保守点検業務、医療材料
等物流管理業務

214 三谷産業 株式会社
情報システム
事業部

石川県 金沢市 玉川町1番5号

事務器具類／電気器具
類／コンピュータ関連業
務類／リース・レンタル業
類／建物管理業務

サーバ、パソコン、パソコン周辺機器／ネット
ワーク機器／ソフトウェア開発、ネットワーク
構築、大型コンピュータ及び関連機器の販売
など／情報関連機器、事務用機器、通信機
器などの賃貸／ＯＡ機器保守業務

215 大日本コンサルタント 株式会社 金沢営業所 石川県 金沢市 広岡二丁目13番5号
コンピュータ関連業務類
／その他

コンピュータ関連データ作成・システム開発・
保守、データ入力・出力等／調査・研究、計
画策定、資料整理、環境調査、交通量調査・
解析、まちづくり計画、総合計画策定、新エネ
ルギー調査関連・事業マネジメント等

216 株式会社 ウエストプロダクト 石川県 金沢市 八日市5丁目546番地 機械器具類

ごみ焼却施設及び下水道施設で使用される
機械類の設計・製作及び修理（コンベヤ類、
送風機類、ポンプ類、ダブルダンパー、その
他鉄工機器及び各種部品）

217 株式会社 島津製作所 京都支店 京都府 京都市 中京区西ノ京徳大寺町1番地
測量機器類／理科医療
機器類

水質計測システム、排ガス測定システム、強
度試験機、非破壊検査検査システムほか／
理化学機器、医療機器

218 株式会社 ビナン 石川県 金沢市 寺中町イ91番地4
消防用品類／建築物管
理業務

消防用品類、スプリンクラー機器、泡消火機
器、消火器、フード消火、不活性ガス消火、ポ
ンプ類、消火栓類消防用ホース、火災報知
器、避難用ハッチ／消防設備点検保守管理
業務

219 セコム北陸 株式会社 石川県 金沢市 香林坊2丁目4番30号

消防用品類／電気器具
類／理科医療機器類／
リース・レンタル業務／建
築物管理業務

消火器、消火設備、災害緊急用品／監視カメ
ラ、出入管理／ＡＥＤ／ＡＥＤ／警備業、機械
警備業、消防施設保守管理業
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令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

220 株式会社 水機テクノス 名古屋支店 愛知県 名古屋市 中区栄2-2-17
薬品類／機械器具類／
その他

高分子凝集剤、次亜塩素酸ソーダ、活性炭
等水処理薬品／非常用小型浄水装置、薬品
注入機等水処理機器、残塩計、濁度計等水
質検査機器／水処理施設の運転管理及び
機械設備保守点検

221 OKIクロステック 株式会社 関西支社 大阪府 大阪市 中央区備後町2丁目6番8号
事務器具類／電気器具
類／建築物管理業務

パソコン、パソコン周辺機器、プリンタ／電話
機、交換機、無線機／電気設備保守、電話
設備保守

222 昭栄産業 株式会社 石川県 金沢市 示野中町1丁目205番地
機械器具類／測量機器
類

ポンプ用部品・ブロワ部品／電子レベルセン
サー、ＳＳ計、ＤＯ計

223 株式会社 石川コンピュータ・センター 石川県 金沢市 無量寺町ハ6番地1
事務器具類／コンピュー
タ関連業務／リース・レン
タル業類

パソコン、サーバー、プリンタ、ＯＡサプライ用
品、ファックス等／ソフトウェア開発、ネット
ワーク構築、データ入力、各種受託計算、イ
ンターネットプロバイダ、アウトソーシング等
／ＯＡ機器のリース・レンタル等

224 株式会社 三輝 大阪府 大阪市 北区同心1丁目10番12号 その他 火葬残骨灰の処理業務

225 株式会社 片岡 石川県 金沢市 朝霧台2丁目27番地
薬品類／理科医療機器
類／その他

医薬品、臨床検査試薬、衛生材料、工業薬
品、活性炭、ポリ塩化アルミニウム、次亜塩
素酸ナトリウム、高分子凝集剤、苛性ソー
ダ、凍結防止剤、動物用医薬品等／理化学
機器、分析機器、臨床検査機器具等

226 黒崎産業 株式会社 石川県 金沢市 湊3丁目3番地1 薬品類 工業薬品

227 株式会社 大一家具 石川県 羽咋市大川町 2丁目123番地
家具類／被服類／電気
器具類／荒物類／時計、
漆器、工芸品

スチール家具、木製家具、特注家具、カーテ
ン、机、椅子、書棚　など／布団類／家庭電
化製品、音響製品、映像製品、無線機器、通
信機器など／食器類、清掃用品、縄製品、金
物、園芸用品、日用雑貨／ギフト用品、銀
杯、木杯、漆器、旗類、トロフィ

228 長田産業 株式会社 大阪府 交野市 私部3丁目2番14号 廃棄物収集運搬業 産業廃棄物収集運搬

229 株式会社 環境日本海サービス公社 石川県 七尾市 昭和町61番地
建築物管理業務／廃棄
物収集運搬業／その他

下水道処理施設・管路維持管理、浄化槽維
持管理、斎場施設維持管理、有害鳥獣施設
運転管理／産業廃棄物収集運搬、一般廃棄
物収集運搬／排水管高圧洗浄、カメラ調査、
補修業務、管渠・暗渠・側溝清掃業務、グリ
ストラップ清掃

230 松本工業 株式会社 石川県 羽咋郡志賀町 給分二38番地 燃料類
ガソリン、軽油、灯油、Ａ重油、車両用オイ
ル・タイヤ等の販売

231 株式会社 稲岡自動車＆石油 石川県 羽咋郡志賀町 矢田い22番地
一般車両／燃料類／リー
ス・レンタル業類

新車・中古車販売、一般整備・修理、板金塗
装、車検代行／ガソリン・軽油・灯油販売／
マイクロバスレンタル

232 能登石油 株式会社 石川県 羽咋郡志賀町 富来地頭町7の90番地 燃料類 石油製品の販売
233 株式会社 駒井商店 石川県 羽咋市 鹿島路町1665 燃料類 ガソリン、灯油、Ａ重油、軽油

234 有限会社 アート 石川県 羽咋市 中央町サ46番地2
紙類／文具類／家具類
／事務器具類／運動具
類

コピー用紙、印刷用紙、衛生用紙／文房具、
画材、教材、学校用品、薬品／スチール家
具、カーテン／複合機、パソコン、印刷機／ス
ポーツ用品器具全般
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物品その他
令和５・６年度羽咋郡市広域圏事務組合競争入札参加資格者名簿

令和５年４月１日 現在

受付
番号

主たる営業所 申請業種 業務内容名称 主たる営業所の所在地

235 宇野酸素 株式会社 七尾営業所 石川県 七尾市 古府町い部10番地
燃料類／薬品類／機械
器具類／理科医療機器
類／リース・レンタル業類

プロパンガス等燃料用ガス、酸素、窒素、ア
ルゴン等各種高圧ガス、標準ガスの販売／
吸入用酸素、笑気ガス、滅菌ガス等各種医
療用ガスの販売／溶接機、溶接ロボット、発
電機等産業機械の販売／ＡＥＤの販売、在宅
酸素、睡眠時無呼吸、人工呼吸療法用医療
機器の販売／在宅酸素、睡眠時無呼吸、人
工呼吸療法用医療機器のレンタル

236 石川浄水機販売 株式会社 石川県 金沢市 森山2丁目3番地18
薬品類／建築物管理業
務

プール、温浴殺菌消毒剤、飲料水用消毒剤、
防藻・徐藻剤、プールスパ用清澄剤、ろ過機
用ろ材／プール、温浴施設ろ過機設備保守
点検管理業

237 鳥羽システム 株式会社 石川支店 石川県 金沢市 諸江町中丁418-4
電気器具類／測量機器
類／建築物管理業務

空調機、フィルター／空調用自動制御機器／
空調設備保守管理業

238 極東サービス 株式会社 大阪営業所 兵庫県 尼崎市 東難波町5丁目9番1号
機械器具類／建築物管
理業務

清掃工場内天井クレーン、バケット関連部品
／清掃工場内天井クレーン保守点検

239 プロメディカル 株式会社 石川県 金沢市 駅西本町1-1-33

薬品類／機械器具類／
測量機器類／理科医療
機器類／リース・レンタル
業類

医薬品、衛生材料／厨房機器／電子計測器
／医療機器全般、理化学機器等（整形外科）
／医療機器

240 イージス・グループ
有限責任
事業組合

三重県 四日市市 朝日町1番4号 その他 斎苑の管理運営業務（火葬業務）

241 佐々木商事 株式会社 群馬県 太田市東別所町 66番地1 廃棄物収集運搬業
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運
搬業

242 株式会社 コムラ 石川県 金沢市 諸江町上丁574番地

消防用品類／被服類／コ
ンピューター関連業務類
／薬品類／理科医療機
器類

救命救急機器（ＡＥＤ）、災害救急用品 他／
白衣、感染防止衣 他／電子カルテ、レセプト
コンピューター関連製品 他／医療用ガス 他
／医療機器（Ｘ線診断装置、ＭＲＩ、ＣＴ装置、
超音波診断装置、物療機器、ベッド、車いす
他）、循環器科（ペースメーカー、ＰＴＣＡ関連
製品）、医療消耗品、福祉機器、介護用品 他

243 株式会社 プロテック 兵庫県 西宮市 室川町12番地3号 その他 火葬残骨灰処理業務

244 株式会社 中部設計 金沢営業所 石川県 金沢市 鳴和町タ268番地 その他

生活環境影響調査（環境アセスメント調査）、
各種環境施設の精密機能検査、バイオマス・
エネルギー・廃棄物等の各種環境関連調査
など、環境施設の構想・設計・施工管理・長
寿命化・解体計画・発注支援等、各種の施設
整備関連業務など、環境基本計画、ごみ処
理基本計画、循環型社会推進地域計画等の
計画策定業務など

245 三谷産業 株式会社 石川県 金沢市 玉川町1番5号 建築物管理業務
空調設備保守管理業、消防設備保守管理
業、給排水衛生設備保守管理業
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